
茨城県厚生農業協同組合連合会

【りれーしょん】あなたと厚生連のココロ交流誌。

8
号

2017



　水戸協同病院は独特な背景を持っています。
　県都水戸市の人口は約27万人。その中心部に位置する
当院ですが、高齢化が進み、いわゆる都市型の病院ではあ
りません。また、県央地域だけでなく、県北地域や鉾田方
面等からの患者さんも多く、地域密着型の診療と外部から
の患者さんの診療という２つの性格を持っています。
　さらに、住民の高齢化が進み、国がすすめる地域包括ケア
システムの構築についても、当院は地域医療の核としても多
方面からの期待に応えていかなければなりません。
　こうした独特な背景を持つ当院には目標とするモデルはな
く、だからこそフロンティアとして新しい道を切り拓いていこう
という気概に燃えています。
　日本の医療は今、変曲点を迎えています。人口減少によ
り社会は構造的に変化しなければなりません。そうした中に
あっての私たちのミッション、すなわち使命は、①地域医療、

20万都市の中心に位置する水戸協同病院
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②教育体制の拡充、③病院再建と考えています。中でも未
来への投資である教育は、優秀で志の高い医師や看護師を
集めるのに有効です。茨城県は医師不足にあえいでおり、
人口10万人に対する医師数で見ると全国ワースト２位で、
医師を志す若者たちに不人気な地域ですが、当院は医師数
が増加しています。

水戸協同病院医師数

厚生連が持つ医療資源を最適化する「三位一体の運営」。
水戸協同病院、茨城西南医療センター、
県北医療センター高萩協同病院からなる水戸グループを牽引し、
地域医療の中核として期待される水戸協同病院。
時代が変わる潮目となる今、目指そうとする病院像について
院長就任２年目を迎える渡邊宗章院長が語ります。

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

新時代の地域医療を水戸から

渡邊宗章

筑波大学附属病院
水戸地域医療教育センター
水戸協同病院　病院長
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　当院には年間50人ほどの研修医が全国から集まり、日々
の診療を通して研鑽に励んでいます。彼らは前例のない教
育と医療体制である「水戸協同方式」の総合診療の理念に
賛同した有望な若手医師です。
　昨今話題の総合診療科については、当院はその先駆け。
総合診療科の名前はNHKの番組「ドクター G」で聞いたこ
とがあるのではないでしょうか。当院から何人もの医師が出
演しています。
　水戸協同方式とは、専門科の垣根をこえて、患者さんに
必要な医療、患者さんが求める医療を、しかも世界標準の
高品質な医療を日常的な診療に応用して提供することです。
専門科の全面的な参加を得て、全人的な質の高い医療を実
現しています。少々経営を圧迫しますが、若い医師を育てる
「教えることファースト」で行なっています。

垣根のない総合診療科「水戸協同方式」　　

　地域医療、教育体制、病院再建の３つのミッションの実現
の鍵を握るのは筑波大学付属病院水戸地域医療センターの
スキーム。そもそもこのセンターは、地域の中での教育・研
修の環境づくりや地域に根ざした医師づくり等を通して地域
医療の再生を目指すものです。
　これまで総合病院は救急対応や急性期医療を中心に担っ
てきましたが、これからの時代は変わります。キーワードは「地
域包括ケアシステム」。急性期や回復期の入院中から退院

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
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　私はこの総合診療こそが地域包括ケアシステムの目玉に
なると考えています。高齢化すると複数の疾病が複雑に絡み
合うケースが増えるからです。地域医療として幅広く診療を
行うためには総合診療できる医師が必要になります。2018
年度からスタートする新専門医制度では、「総合診療専門医」
が専門医の一つに加えられる見込みです。当院では総合診
療を軸とした画期的な垣根のない診療体制を確立しました
が、さらに進化させ、地域包括ケアシステムのコーディネー
ト能力を持った人材を育て、地域医療から専門医制度までを
カバーする診療体制をつくっていきます。

専門内科医師

健康管理センター

ソーシャルワーカー

総合医療科
初期研修医
専門研修医

患者
家族

外科系医師

麻酔科医

病理医

救急部

集中治療部

全内科統合システム「水戸協同方式」で
圧倒的な総合力を身につける

後の在宅医療までを包括的に捉えて、地域住民が自分らし
い人生を送れるように支援をしていきます。新時代の医療に
は、入院から在宅まで総合コーディネートを実現した「これま
でにない在宅医療」が求められています。私たちはこれまでの
総合的・専門的な医療の提供に加え、地域医療への積極的
な関与を行なっていきます。地域の医療機関や行政サービス、
民間サービスと連携し、その中で地域包括ケアシステムのコー
ディネート能力のある人材を育てていきたいと考えています。

訪問医療など
在宅ケアステーションを設置し、
多職種の連携体制を構築

高度急性期

救急対応

急性期

回復期・慢性期

在宅医療 自宅老健等入所施設

慢性期病院・診療所

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
総合病院水戸協同病院

医療機関アライアンス
水戸中心地病診連携の強化

地域医療への積極的関与

総合的・専門的
医療の提供

地域包括ケアシステム

中心市街地における水戸協同病院の役割

これまでにない在宅医療
入院から在宅までの総合コーディネートを実現

病院医～家庭医、垣根ない総合診療体制

「総合診療医ドクター G」に出演。
当院の感染症科 矢野晴美医師。

NHKで放送された「総合診療医
ドクターG」にて、当院の総合
診療科が全国に知られました。



　厚生連では６病院を水戸グループと土浦グループに分け、
それぞれのグループ内の病院連携による「三位一体の運営」
で、人材や機材等を流動的に活用して医療資源を最適化し、
地域が必要とする医療を提供しようとしています。
　つまり、患者さんにとっては、どの病院へのアクセスも容
易になり、研修医にとっては、自院にない研修フィールドを他
院で研修することが可能になります。厚生連にとっては医療
資源の有効利用をすすめることができます。
　今後人口が減るわが国では、それに合わせた国づくりや産
業構造の転換が迫られているわけですが、医療においては
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水戸協同病院・茨城西南医療センター病院・
県北医療センター高萩協同病院３病院連携

地域に「なくてはならない病院へ」と前進

団塊の世代が後期高齢者となるこの10年の間にニーズの
ピークを迎えます。経営を保ちつつ、ニーズに応えるため、
医療資源の効率的な活用を目指す地域医療連携推進法人
制度がスタートしました。今後どのように取り組むか検討する
必要があります。
　また、医師には病院医・専門医・家庭医の３つの役割があ
りますが、私たちはこれらを統合した医師を育てようとしてい
ます。それが地域包括ケアシステムの担い手となるからです。
地域に出て行く医師の実践教育の場として、西南医療セン
ターや県北医療センターの地域性に期待しています。

　水戸協同病院は広範囲から患者さんを受け入れる総合病
院でありつつ、地元の皆さんにとっては地域病院、つまりファー
ストタッチの医療機関です。
　水戸市の中心市街地には約4万人の方がお住まいです。
現在、くろばね商店会とコラボレーションして、毎月第４日曜
日に開かれる朝市に無料の「健康相談コーナー」を出前する
など、地域との結びつきを強めています。総合病院というこ
とを意識せず、何かあったら「まずは近くの水戸協同病院に
行ってみよう」という身近な存在になりたいと思います。
　当院の2016年のスローガンは「選ばれる病院へ」でしたが、
今年は「なくてはならない病院へ」と一歩前進しました。時代
の潮流を見極め、患者さんに長く安心を届けられるよう持続
可能な病院経営と、患者さんのニーズに応えて気持ちに寄り
沿える病院運営のどちらも進化させていきたいと思います。 くろばね商店会のイベントの様子。地域の皆さんと交流を深めます。



厚生連の
「三位一体」
医療連携
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総合病院土浦協同病院
土浦協同病院
なめがた地域医療センター

茨城西南医療センター病院

JAとりで総合医療センター

　ＪＡ茨城県厚生連は、県内6ヵ所に
病院（総ベッド数2,392床）、2ヵ所に
診療所を有し、地域に根ざした医療事
業を展開しています。高度で専門的な
総合診療機能を充実させるとともに、
24時間体制の救急医療にも力を入れ、
年間約2万件の救急患者を受け入れ
ています。
　公的医療機関として、政策医療を
担い地域医療を継続していくため、平
成29年1月より、6病院を水戸市、
高萩市、境町の3病院の水戸グルー
プと、土浦市、行方市、取手市の3
病院の土浦グループに分け、病院間

県内６病院の病院間連携
「三位一体の運営」
JA茨城県厚生連  理事長

小堀信弘

連携による「三位一体の運営」を実施
しています。
　特に、県北医療センター高萩協同
病院と茨城西南医療センター病院へ
の水戸協同病院からの医師派遣、土
浦協同病院となめがた地域医療セン
ターの一体化を実施し、厚生連全体
の医療資源の最適化を図り安定的な
病院経営を通じた地域貢献を目指し取
り組んでいくほか、ますます厳しくなっ
ている医療・病院経営を取り巻く環境
に的確に対応できるよう、職員一人ひ
とりの資質の向上と意識改革を進めて
まいります。

From now on

水戸
グループ

土浦
グループ

筑波大学附属病院
水戸地域医療教育センター
総合病院 水戸協同病院

県北医療センター
高萩協同病院
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査で治療の手助けを行っていきたい。
学会に出席するなどして最新の知
見に触れるのはもちろん、視力検
査は自覚検査なので、患者さんを
よく観察し、どこまで検査を続けれ
ばいいのか、見極める感覚をさらに
磨かないといけません。また、
カルテの内容から予測
し、プラスαの検査のアド
バイスができるようにな
りたい。もっと知識や技
術を身につけ、患者さん
に還元していきたいと
思います。

 
　オープンキャンパスで眼科の奥深さに触れたことがこの道に
進むきっかけとなりました。人が得る情報の80％は視覚からと
言われます。大変重要な器官にも関わらず、眼球はわずか10
円程度の大きさ。そこにカメラ同様の機能が収まっています。
また、20種類ほどある眼科の検査の種類にも感動しました。
実際、私は今、視能訓練士として日々 検査に携わっています。
　通常の眼科検査の他、手術前の検査も行います。例えば
白内障の手術の場合、角膜内皮細胞や眼軸長等を検査しま
すが、これによって装着するレンズの度数が決まり、術後の見
え方が決まります。
　こうした術前検査は不安だと思います。じっくり患者さんの
お話しをうかがうと同時に、丁寧に説明することを心がけてい
ます。術後に「ありがとう」とお礼を言われることもあり、そん
なときはとても嬉しくなりますね。
　医療はチームワークです。精度の高い検査、検査結果の精

術後の見え方を左右する検査の精度。
チーム医療で「見える」を支える。

茨城西南医療センター病院

視能訓練士　小又  將史

　眼科では白内障をはじめ、緑内
障、糖尿病性網膜症や加齢黄斑
変性など幅広く治療を行なってい
ます。白内障手術においては、遠
近両用の多焦点眼内レンズを導
入しています。興味のある方は、
当院眼科へご連絡ください。

Information

　人間の一生にかかわる「目」の健康管理。視能訓練士は、
眼科領域における専門技術者として、乳幼児からお年寄りまで
世代を超えて、大切な目の健康を守るお手伝いをしています。

　視能訓練士は、両眼視機能の異常
を持つ斜視、弱視の患者さんに両眼
視機能を回復させるための視能訓練及
びこれに必要な検査を行います。
　メガネで治せる斜視もあります。

②視能矯正分野（斜視、弱視などの訓練指導）

　遠視、近視、乱視といったような屈折異常に関する検査、
白内障、緑内障などの眼疾患に関する検査、眼鏡やコンタク
トレンズの処方に関する検査等を行います。

①眼科一般検査分野（眼科診療に係わる視機能検査全般）

　高齢化社会、生活習慣病の蔓延などに伴い、視機能が十
分に回復しない方が増えています。そのような方に、早期に
ロービジョンケアを開始し、必要な補助具を選定、その使い
方を指導します。

④視力低下者のリハビリ指導

視能訓練士は、視能検査と視能矯正のエキスパートです。

　眼疾患の予防には早期発見、早期
治療が大切です。また、生活習慣病
が、眼科検診から見つかることもあり
ます。視能訓練士は健診（検診）業務
にも参加しています。

③検診業務分野（集団検診視機能スクリーニング）

視力検査の様子 眼底写真撮影の様子

白内障術前検査の様子 視野検査の様子
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　「臨床心理士」とは、臨床心理学にもとづく知識や技術を用
いて、人間の心の問題にアプローチする「心の専門家」です。
活動領域は教育、医療、司法、福祉、産業など多岐にわたり、
医療・保健分野では、心の問題で不適応に陥っている人、病
気やけがなどをしている人への心理的援助が中心です。心理
テスト、心理療法のほかに、デイケアなどの活動も行います（土
浦協同病院ではデイケアは行なっていません）。また市町村の
保健センターでは、小児科医や保健師とともに乳幼児の健康
診査・発達相談などにもかかわります。

　心理療法は今ある症状の
軽減や問題となっている行動
や思考パターンの修正、人格
的成長の促進などを目指して
行います。心理療法にはたく
さんの種類の技法があり、患
者さんに合わせて柔軟に組み
合わせて使います。

②心理療法・心理カウンセリング

①心理アセスメント
　効果的な援助を行うために
心理面接、行動観察、心理
検査などの方法を通して系統
的に患者さんの情報を収集し
ます。

　日頃の臨床での経験を体系化し、その中から新しい知見と
理論を生成することが臨床心理士の研究の目的です。そし
て、それらを社会に還元し、また若手に伝えて教育を行って
いきます。

④研究活動

　病気になっていない人、問題は
起きていないものの、さまざまな心
理社会的ストレスにさらされている
人への予防を含む支援活動も臨床
心理士の仕事です。

③地域援助活動

箱庭療法

カウンセリングの様子

心の問題にアプローチする心の専門家です。

患者さんも治療チームの一員。安
心感につながるケアで治療を後
押ししたいと思います。
　臨床心理士は当初私１人でし
たが、現在は５人にまで増え、緩
和ケアや児童虐待などいろいろな
チームに参加できるように
なってきました。これらを大
事にしつつ、周産期の心
のケアなど、さらに分野
を広げていきたいと思っ
ています。

 
　高校時代、とても変わった先輩がいました。どんな心理が
先輩の言動を決めているのか。私はいつも不思議に思って
いました。それがこの仕事を目指したきっかけですね。
　大学院卒業まで勉強に次ぐ勉強で大変でしたが、今は大
きなやりがいを感じています。患者さんにとって、病院の中で
ゆっくり話しかけることのできる人を見つけるのは大変です。
重篤な病などの場合、心理的ストレスから「死にたい」と思い
悩む患者さんもあります。こうした患者さんには、気兼ねなく
何でも話せる「専従のスタッフ」が必要。治療や看護の合間
に対応するのは非常に厳しいものがありますが、臨床心理士
は患者さんの話を聞くことが「本業」の専門家です。「山本さ
んに話したら自分の考えがまとまった」「笑顔になれた」などと
言われると、この仕事に就いて本当によかったと思います。
　心臓疾患を抱えて絶望の中にいたお子さんが、ケアを繰り
返すうちに未来を考えられるようになったことがありました。

患者さんも治療チームの一員。
安心感につながるケアで生命力を。

土浦協同病院

臨床心理士主幹　山本  陽子

　臨床心理士は現在5名。小児科
外来において、お子さんの知能検
査・カウンセリングを実施していま
す。また、入院中の方の心理的サ
ポートとしては、緩和ケアや心臓リ
ハビリなどに参画しており、NICU
の家族支援も行っています。

Information
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お母さんと赤ちゃんの２人の命を守る。
気持ちに寄り添える助産師に。

県北医療センター高萩協同病院　

産婦人科病棟主任　　伊藤  やよい

　助産師の仕事は分娩介助や赤ちゃんの沐浴、授乳指導、
退院後の生活指導など多岐に渡ります。地域でも先輩助産
師さんがご活躍しています。私などはまだ「ひよっこ」。それ
でも、お母さんに寄り添える助産師でありたいと思っています。
　助産師となり12年。お産をめぐる医療の知識や技術も日進
月歩なので、今でも毎日が勉強です。また、感性を磨くことも
重要。とてもデリケートな分野ですから、気持ちや考えを推し
量る「察する能力」が必要です。患者さんをよく見て、求めら
れているものに応えたていきたいです。
　お母さんと赤ちゃん、２人の命を守る仕事ですから、その重
責に押しつぶされそうになることもあります。でも、患者さんと
の「ふれあい」が私を支えてくれます。出産は明るいことばか
りではありません。ときには死産もあります。しかし、お母さん
に寄り添い、一緒に赤ちゃんを見送ることを経て、お母さんが

前向きな気持ちになり、「次にお産する時はまたここに来るわ」
と笑顔を見せてくれたときには、私の方が感謝でいっぱいにな
りました。
　若い頃は与えられた仕事をが
むしゃらにやるだけでしたが、今
は後輩を育てる立場になりつつ
あります。一人ひとりの長所を
伸ばしつつ、患者さんの
痛みの分かる助産師を
育て、感じのいい産婦
人科病棟を作っていき
たいですね。

　今年5月から助産師外来を始
めました。助産師による妊婦健診
で、よりゆっくりとリラックスでき
る環境で健診を受けることができ
ます。医師と連携をはかり安全面
も確保しました。妊産婦のサポー
トとなれるよう取り組んでいます。

Information

患者さんとの深い関わりがやりがいに。
「自分に何ができるか」を常に考えます。

JAとりで総合医療センター

看護師　　寒河江  和俊

　私は山形県出身、看護学校も同じ東北の秋田県内。地元
に貢献したいので就職も地元でと思っていましたが、就職説
明会での当院の看護部長のお話しと人柄に惹かれ、茨城へ。
現在、循環器内科・血液内科の混合病棟に勤務して３年目に
なります。
　病棟では、元気に退院される患者さんばかりではなく、とき
にはお看取りさせていただくこともあります。最期を迎えると
き、患者さんにいかに「いい人生だった」と思っていただける
か、そして遺されるご家族には延命などの選択をいかに納得
して行っていただけるか、看護師としてどのような支援ができ
るか、自分に何ができるかを考えています。人の最期に向き
合うという経験は、日常の中ではそうそうあるものではありま
せんから、脳みその特殊な部分がフル回転している感覚です。
　また、術後の、状態の変化しやすい患者さんの看護を行う
ことも多いため、その場合もとくに神経を働かせています。患

者さんが急性期を乗り越え、元気に快復されると、変化を見
逃さずに患者さんを支えることができたと、喜びとともに充
実感を感じます。
　これからいろいろな科で経
験を積み、いずれ精神科で勤
務したいと思っています。学生
時代の実習の経験からなので
すが、心を病む人はやさし
い人が多く、そうした人
が苦しむのを見るのは
つらいと感じます。自
分に何かできればと
思っています。

　循環器内科には術後や急性期
の患者さんを看るCCUという集
中治療室があり、血液内科には化
学療法を受ける患者さんを感染
症から守るクリーンルームがあり
ます。多職種で協力しながら質の
高い医療を目指しています。

Information
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　看護師を目指すことになったきっかけは、高校時代の恩師
の急死です。とてもショックで、私にできることはなかったのか
と自問自答する日々 。そんなときに出会ったのが看護師という
仕事です。
　入学してみると、とにかく勉強、勉強。２年生になると専門
的な講義も増えてきますが、授業中にしっかり集中すること、
普段の生活の中でも常に思い出して、分からないことがあっ
たらすぐに調べること、この２つが私の勉強のコツです。１年
生のときは頻繁にテストがあって大変でしたが、そのおかげで
計画性が身につきました。
　学校では知識だけでなく技術も学びます。私はこちらが好
きなのですが、２年生になり、注射など診療補助の学習が始
まって、「看護師に近づいてきた」と嬉しくなっています。
　この学校は先生がやさしく丁寧で、しかも親しみやすいの

で、とても勉強しやすいです。それに学生寄宿舎生活もでき
ますので、クラスメイトと一緒にワイワイ過ごすと、忙しさの疲

れも吹き飛びます。たこ焼きパーティーや
餃子パーティーなどを楽しみましたよ。
　患者さんと一緒にいる時間が長い
のが看護師です。患者さんお一人
おひとりに合わせた個別性の高い看
護のできる看護師になりたいと
思います。学校説明会でお
会いした、看護部長さんが私
の憧れ。私もハキハキして、
笑顔の素敵な人を目指します。

患者さん一人ひとりに合わせた
個別性の高い看護のできる看護師を目指す。

土浦協同病院附属看護専門学校

２年生　　五島  美穂

　平成28年に新築移転。1学年
120名の看護専門学校です。充
実した設備や教材、学生寄宿舎も
完備され、豊かな教育環境で学べ
ます。病院実習は厚生連の各病
院で安心して臨めます。私達とと
もに看護師を目指しませんか。

Information

　地元が好きで、地元の役に立つ人間になりたいと思い、
この仕事を選びました。医療過疎地と呼ばれる地域の医療も
積極的に支えていこうとする厚生連の姿勢が、私の価値観
にピッタリ合ったからです。
　医療事務の仕事は、呼び出しや会計など外来での窓口対
応を中心に、患者さんからの電話対応や患者さんの医療費
の計算、健康保険の請求額の計算など多岐に渡ります。実
は、私は理学部出身。会計や医療についてまったく知らなかっ
たので、まずは用語を覚えるなど本当に１からのスタートでし
た。分からないだらけの中でも大切にしてきたことは、患者さ
んの要望を的確に理解し、適切にドクターにつなぐこと。と
きには一刻を争う場合もありますから。
　迅速さ、正確さを求められる医療事務の仕事は想像以上
に大変でしたが、やはり患者さんとのふれあいが何よりのご
褒美になりますね。救急でいらした患者さんが、当直で対応

した私のことを覚えていてくださって、「あのときはありがとう」
などと声をかけてくださったことも。「この仕事で良かった」と
やりがいを感じました。
　私はまだ３年目なのでまだまだ
これから。専門性を高めること
はもちろん、いろいろな経験を
積んで、ひと通りなんでも分か
るジェネラリストを目指した
いですね。そして、「困っ
たときには小沼さん」と
頼られるような事務員
になりたいと思ってい
ます。

土浦協同病院なめがた地域医療センター

医事課 　　小沼  亮介

困ったときに頼りになる
医療事務のジェネラリストに。

　医事課では、スタッフ全員が接
遇や認知症サポーターとしての講
習を受けており、患者さんに安心
して受診していただけるよう環境
づくりに努めています。これから
も地域の皆様に信頼される病院を
目指していきます。

Information
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　サンフレッシュつくば店はいつも賑やか。研究学園のショッピ
ングセンター「イーアスつくば」の中という、平日でも一日を通し
て人の絶えない場所に立地する直売所です。つくば市は「研
究学園都市」の名の通り、国内外の研究者や学生も多く、目
新しいものや変わったものに対する好奇心が旺盛なのだとか。
そのため積極的に新しい品種や海外の品種を店頭に並べて
います。生産する皆さんにも「作りがいがある」と好評です。
　最近、人気なのはハーブ類。「つくばハーブ」の名前で特
設コーナーを設けています。
　また、例えば栄養価の高い野菜として有名なケールは南米
のソウルフード。南米から来日している人達に喜ばれています。
このようにつくばや霞ヶ浦の大地から生まれた世界の味が店先
を彩ります。
　もちろん、おなじみの野菜や果実も豊富で、その日の朝に
採れたばかりのみずみずしさ。「旬のものを食卓にのせて、季
節感を取り戻して欲しい。“四里四方に病なし”と言いますが、
地元で育った野菜を食べて健康を維持して欲しいですね」と
谷口店長。収穫祭や収穫体験、旬の野菜を使った日々 の試
食などコミュニケーションを大切にした店づくりをしています。

茨城県つくば市研究学園５-19（イーアスつくば内）　　TEL/029-828-8313
営業時間/9：00～19：00　　定休日/年中無休

⬆テレビでも紹介された「れんこんめん」。

霞ヶ浦産のれんこんを使用し、つるつるとした
食感が特徴で、ギフトにも人気とか。

➡最近人気のパクチーの
他、イタリア料理に欠か
せないバジルやルッコラ
などさまざまなハーブが
並びます。

JA土浦
サンフレッシュつくば店

直売所紹介

⬅若い生産者が挑戦して
いる有機栽培のニンジン
のみを使ったニンジン
ジュース。健康志向の消
費者に人気です。
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たんぱく質15g、
食塩相当量0.7g

＊出し用昆布は食物繊維も豊富で、だしを取った後でも栄養が
たっぷりなので捨てないで食べましょう。

①ナスは輪切り、ささみは食べやすい大きさに切り、片栗粉を
つけて油で揚げる。

②ひと煮たちさせただし汁に①、スライスしたタマネギ、パプリ
カを漬ける。

③粗熱をとってから、冷蔵庫で冷やす。

④器に盛り付け、千切りにした出し用昆布を飾る。

【だし汁】
だし汁  
酢 
醤油
酒
みりん
砂糖

80cc（出し用昆布）
……………小さじ2
……大さじ1/2

……………小さじ1
………小さじ1
…………小さじ1

ナス　
ささみ
片栗粉
油
玉ねぎ
赤パプリカ
黄パプリカ

…………………2個
……2本（120ｇ）
……………少々

…………………少々
………………20ｇ
…………20ｇ
…………20ｇ

［1人分］158kcal

ナス
　ナスは90％以上が水分でとても軟らかく食べやすい夏野菜の
一つです。焼く・煮る・揚げる・蒸す・漬けるなどいろいろな料
理方法で美味しく食べることができます。鶏ささみ肉はタンパク
質が多く脂肪が少ないのでとてもヘルシーでおすすめです。玉
葱やパプリカのかわりに、トマトやキュウリ、きのこ類、ニンジン、
セロリなど自分流の南蛮漬も楽しむことが出来ます。ナスはほと
んどが水分のため栄養価の低い食べ物と考えられてきましたが、
量は多くはないもののビタミンB群、ビタミンC、カリウム、鉄、
カルシウム、食物繊維を幅広く含んでいます。 

レシピ：
土浦協同病院  
栄養技師  部長　中島みどり
写真左から：
栄養部/多田広、原田海、森永有紀子

ポリフェノールで活性酸素を抑える！

ナスニンをはじめとしたポリフェノールで抗酸化作用！

栄養バランスのいい「ナスと鶏ささみの南蛮漬」
食欲の落ちる暑い夏。さっぱりといただきながら、バランスよく栄養を摂れるメニュー
を楽しみましょう。旬のナスは油で揚げて、とろける食感とコクを味わいます。

美味
しく、かしこく、簡単に。

作り方
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第3火曜日　
……………………「やさしい医療」
第4・5水曜日
…「メディカルインフォメーション」

クイズQuiz
クイズに答えて応募された方の中から抽選で
「電子体温計」を3名様にプレゼントいたします。
ご応募お待ちしております。

①氏名 ②住所 ③電話番号 ④クイズの答え ⑤感想をご記入の上、
ハガキ・メール・FAXのいずれかにて宛先までお送りください。

■応募方法

■宛先 ■〒310-0022 茨城県水戸市梅香1-1-4
　茨城県厚生農業協同組合連合会 「Relation」編集部まで
■FAX：029-221-5326
■e-mail：kouhou@iba-kouseiren.jp

■締め切り：2017年10月31日（当日消印有効）
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、応募時にお預かりした
個人情報は、抽選及び発送のみに使用いたします。

問題・丸の中に入る文字は何？

臨床心理士は○の専門家

水戸局
守谷・日立局

94.6MHz
　　 88.1MHz

水戸局
県西・土浦局 1458kHz

FM

AM 1197kHz

髙松洋平   監修

土浦協同病院 
核医学専門技師

PET／CTって何？

　PETとCTが一体化した装置で1回
の検査で2種類の画像が撮影できま
す。「PET」は体の中からがんを見つけ、
「CT」は見つけたがんの位置や形状を
写し出します。
　また、一度でほぼ全身を調べられる
ことも特徴です。がん細胞を目立たせ
る検査薬を用いますので、他の画像検
査と比べてがん発見に特化しています。

全てのがんが見つかる？

　１回で全身の撮影ができますが、万
能ではありません。5mm以下の小さ
ながん、糖の取り込みが少ないがん、
検査薬の排泄経路である腎・尿管・膀
胱にできるがんなどは見つけにくいと言
われています。薬の排泄経路にできる
がんは、薬と腫瘍が重なってしまい見
分けがつかない可能性があります。

　薬を投与する際に注射針を刺す痛
みはありますが、撮影中は装置のベッ
ドに約30分横になるだけです。筒状
の装置内へ入りますが、体の大半は
筒の外側にありますので、多少せまい
所が苦手な方でも「これなら大丈夫」
とおっしゃる方が多いです。

　検査薬が全身に行きわたるまでに１
時間ほど待機していただきます。撮影
時間は30分で、その他に検査前に問
診などをしますので、来院から検査終
了まで3時間程度かかります。

　投与する薬は糖に近い成分なので、
ほとんど副作用はありません。放射線
被曝は胃のバリウム検査と同程度であ
り、放射線は翌日には体内からほとん
どなくなります。

どうやって
がんを見つけるの？

　がん細胞は主に糖を栄養源にしてい
るので、糖代謝の分布を調べればが
んを見つけ出すことができます。そこ
で糖に似せた物質を検査薬に用いま
す。がん細胞は糖と間違えて検査薬
を取り込みます。この薬には放射線で
目印をつけてあるので、PETを用いる
ことで、体の外からでもがんの居場所
をとらえることができるのです。

専門技師が教える

約30分
横になるだけ。

すぐなんだね。

翌日には放射線は

ほとんど残りません。

PET／CTって何？

検査時間はどれくらい？

薬の副作用は？

苦痛や不快感は？




